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新型コロナの危ない計画

• 2009/2/2

キッシンジャー博士のスピーチ

（ワクチンを受け入れた時が・・・)

• 2012年

ロンドンオリンピックでコロナと５Gを予告

• 2017/３/15

アジェンダ21・・・2030年までに人口の〇〇％が削減

• 2018/6/20

ビルゲイツ 生物兵器の疫病流行を予言

• 2019/10/18

ビルゲイツ シュミレーションイベントを開催

• 2020/8/17

ダボス会議

表の顔 裏の顔

1 環境への取り組み
(グリーンニューディール)

CO２排出削減の名のもとに新たな利権づくり。
世界的炭素税の導入。
導入に伴う、従来企業の破壊

2 デジタル技術革命
量子コンピュータ、AI、5G、ビッグﾃﾞｰﾀ等の
先端技術の活用

先端技術による個人や企業の管理・奴隷化
（コロナワクチン最悪の計画)
東京都のスーパーシティー法

3 貧富格差の是正 社会主義 全体主義思想→共産主義へ
一人一人を貧困にし、ベーシックインカム導入の推進

• 新型コロナ
世界長者とコロナ
新型コロナウイルスは実験室由来
ロシア保健省の発表
太陽光で急速に不活性化

• ＰＣＲ検査
ＰＣＲはウイルスの検査に使ってはならない
タンザニア大統領 PCR検査は不明確
WHO PCRテストが問題を抱えていると認める

• ワクチン
ドイツ コロナワクチン研究中止を要求
ワクチンは無期限の不妊症
コロナワクチンは危険 （新潟大学部・名誉教授）
アストラゼネカ社ワクチン 使用中止の会見
福岡の26才看護師 強制ワクチン接種で他界
J&J社製のコロナワクチン有用性について
mRNAワクチンの損傷を中和

• マスク
マスク、急増中の「隠れ酸欠」とは
マスク健康被害多発！
マスク時代における「唾液力」に関する意識調査



新型コロナ 世界の流れ

1. キッシンジャー博士のWHO評議会での優生学についてのスピーチ (2009年2月25日)

2. 2012年ロンドンオリンピックの開会式でコロナパンデミックと５Gを予告していた

3. 【アジェンダ21】2030年までに人口の95％が削減される！すでに“大選別”は開始されている!?

4. 人口削減「ジョージア・ガイドストーン」に刻まれた“10の指針”の謎！

5. 新型コロナウィルス(covid19)とビル・ゲイツ

6. 世界を動かす大富豪の壮大な計画（グレート・リセット）

7. グレート・リセットの表と裏



キッシンジャー博士のWHO評議会での優生学についてのスピーチ (2009年2月25日)

羊たちが強制ワクチン接種を受け入れた時が

ゲームオーバーです。

彼らは「社会をより良くするため」なら何でも

(血液や臓器の強制的寄付でも)受け入れます。

ワクチン接種が成功すれば

若者たちの遺伝子は組み換えられ、

子を産めなくなります... 「社会をより良くするため」に。

羊たちの心をコントロールすれば、

羊たちをコントロールすることができます。

ワクチンメーカーは、カネ儲けのために存在します。

そして今、この部屋にいる多くの方々は投資家です。

私たちは勝ち組なのです!

羊たちは“自分を駆除するワクチン”を買うため、

私たちに“間引き費用”を支払うのです。

さて...昼食にしましょうか?



2012年ロンドンオリンピックの開会式でコロナパンデミックと５Gを予告していた

https://www.nicovideo.jp/watch/sm37175931

コロナパンデミックが8年前から計画されてた証拠 ロンドンオリンピック開会式

https://www.nicovideo.jp/watch/sm37175931
https://golden-tamatama.com/blog-entry-london-olympic-2012-corona.html


【アジェンダ21】2030年までに人口の95％が削減される！すでに“大選別”は開始されている!?

「環境に対して、人間社会が影響を及ぼしているどの地域におい

ても、国連をはじめ政府と大組織による、地球規模、国家規模、

地域規模の包括的な実施計画が行われることになります」（「ア

ジェンダ21」より）

環境破壊と人口過剰による持続可能性の危機の問題に直接

有効なのが人口削減であるという。ではどの程度の人口削減が

2030年までの達成目標として掲げられているのか？ なんと、現

在地球上で70億人を突破した人口の95％が“削減”されること

になるという。我々のまずほとんどが2030年までに“削減”されてし

まうというのはかなりの衝撃だ。

https://news.infoseek.co.jp/article/tocana_51128/?p=1

2017年3月15日 13時0分TOCANA新着ニュース

「10のガイドライン」の文言とは

https://news.infoseek.co.jp/article/tocana_51128/?p=1


人口削減「ジョージア・ガイドストーン」に刻まれた“10の指針”の謎！

1. 大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持する

2. 健康と多様性の改善、再生を賢明に導く

3. 新しい生きた言葉で人類を団結させる

4. 熱情・信仰・伝統・そして万物を、沈着なる理性で統制する

5. 公正な法律と正義の法廷で、人々と国家を保護する

6. 外部との紛争は世界法廷が解決するよう、総ての国家を内部から規定する

7. 狭量な法律や無駄な役人を廃す

8. 社会的義務と個人的権利の平衡をとる

9. 無限の調和を求める真・美・愛を賛える

10. 地球の癌にならない

――自然のための余地を残すこと

“これら”である「10のガイドライン」は英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンディー語、
ヘブライ語、アラビア語、中国語、ロシア語の8種類の異なる言語で記述されている。

https://tocana.jp/2021/03/post_201397_entry.html

https://tocana.jp/2021/03/post_201397_entry.html


新型コロナウィルス(covid19)とビル・ゲイツ

1. 2018年に生物兵器レベルの疫病流行を予言 予言はなぜ?

2018.06.20 ビル・ゲイツが戦慄発言「15年以内に犠牲者3000万人のパンデミック発生」！
“生物兵器レベル”の疫病が世界的流行の可能性

https://tocana.jp/2018/06/10153000_entry.html

2. 2019年10月18日にシュミレーションイベントを開催 Goodタイミング？

ジョンズ・ホプキンス健康安全保障センターが、世界経済フォーラムおよびビル＆メリンダ・ゲイツ財団と共に
ニューヨーク市で開催される世界的広域流行病マルチメディアシミュレーションの「イベント201」を主催。

https://www.businesswire.com/news/home/20191019005036/ja/

3. ロシア公共放送でビルゲイツの人口削減計画を暴露
2020年4月24日 ロシア公共放送の番組「人と法律」でビルゲイツによる新型コロナウイルス(covid19)と
ワクチン開発への取り組みに関して放送。

https://koyap.jp/billgates-vaccine/#st-toc-h-1 動画

「人と法律」の概要

https://tocana.jp/2018/06/10153000_entry.html
https://www.businesswire.com/news/home/20191019005036/ja/
https://koyap.jp/billgates-vaccine/#st-toc-h-1


世界を動かす大富豪の壮大な計画（グレート・リセット）

2020年のダボス会議のテーマは、グレート・リセット！
■ ダボス会議とは（2020年8月17～20日）

① ダボス会議とは、世界経済フォーラム（WEF）のことで、民間の国際的取り組みとして

1971年に発足。【世界を動かす１％の富裕層の集まり】

② 参加者・・・各国首脳、企業の首脳（社長・CEO）、著名人、ジャーナリスト、

宗教指導者、活動家等 約３０００人

③ 2021年度開催予定

５月25から28日（シンガポールで開催）

ダボス会議への批判の理由
会議の趣旨と外れ、結局は利己的な商談の場などに
しているという理由から、ダボスには「金持ちクラブ」と揶
揄（やゆ）される。WEFがグローバリゼーションを助長
し、貧困や環境破壊の悪化を引き起こしているという
批判もある。



グレート・リセットの表と裏

表の顔 裏の顔

1 環境への取り組み
(グリーンニューディール)

CO２排出削減の名のもとに新たな利権づくり。
世界的炭素税の導入。
導入に伴う、従来企業の破壊

2 デジタル技術革命
量子コンピュータ、AI、5G、ビッグﾃﾞｰﾀ等の先端
技術の活用

先端技術による個人や企業の管理・奴隷化
（コロナワクチン最悪の計画)
東京都のスーパーシティー法

3 貧富格差の是正 社会主義 全体主義思想→共産主義へ
一人一人を貧困にし、ベーシックインカム導入の
推進



新型コロナ関連情報

1. 2020年 世界長者番付トップ10（コロナで大儲け）

2. 新型コロナウイルスが実験室由来である可能性は99.8%

3. ロシア保健省の発表（2021/03/31）
「ウイルスではなく、5Ｇ光線で血栓症を引き起こし死に至らしめる」

4. 世界各地でロックダウンに反対する大規模デモが相次ぐ
（ベルギー、ドイツ、スコットランド、日本、イギリス）

5. ウォーレン・バフェットがファイザー株を全て売却

6. 新型コロナウイルス、太陽光で急速に不活性化 米研究



2020年 世界長者番付トップ10（コロナで大儲け）

2020年

1 ジェフ・ベゾス 124,300 Amazon 最高責任者 アメリカ

2 ビル・ゲイツ 107,800 マイクロソフト 創業者 アメリカ

3 ベルナール・アルノー&ファミリー 83,600 ルイヴィトン CEO フランス

4 ウオーレン・バレット 74,250
バークシャー・

ハサウェイ
CEO アメリカ

5 ラリー・エリソン 64,900 オラクル 創業者 アメリカ

6 アマンシオ・オルテガ 60,610 ZARA 創業者 スペイン

7 マーク・ザッカーバーグ 60,170 フェイスブック 創業者 アメリカ

8 ジム・ウォルトン 60,060 ウォルマート 創業者3男 アメリカ

9 アリス・ウォルトン 59,840 ウォルマート 創業者娘 アメリカ

10 ロブ・ウォルトン 59,510 ウォルマート 創業者長男 アメリカ

国役職等企業名前順位

世界のトップ富豪10人が、新型コロナウイルスのパンデミック中に合わせて5400億ドル（約56兆6000億円）相当の資産を増やした
と、国際NGOのオックスファムが発表した。これは新型ウイルスによる世界の貧困化を防ぎ、人類全体のワクチンを購入できる額だという。

https://yorozu-do.com/sekaichoujabandzuke/

世界の中小企業の
倒産が続く中、なぜ？



新型コロナウイルスが実験室由来である可能性は99.8%

世界のトップクラスにランキングされる米医学博士が「新型コロナウイ
ルスが実験室由来である可能性は99.8%」とする193ページにの
ぼるベイズ分析を発表

2021年2月3日

スティーブン・キー博士は、 360以上の医学研究を公開し、これまでに 10,000回以上引用されており、世
界の科学者の上位 1％にランクインしている。
彼は 87個のアメリカの特許を保有しており、8000万人以上を救ってきた 7つの FDA 承認医薬品を開発
した。また、博士は、乳がんと COVID-19 を治療するための新しい治療法を開発しているナスダック上場の
バイオ医薬品企業アトッサ・セラペウティクス社の CEO でもある。

https://indeep.jp/bayesian-analysis-concludes-sars-cov-2-is-laboratory-derived/

https://indeep.jp/bayesian-analysis-concludes-sars-cov-2-is-laboratory-derived/


ロシア保健省の発表（2021/03/31）
「ウイルスではなく、5Ｇ光線で血栓症を引き起こし死に至らしめる」

「COVIT-19感染者は、ウイルスで死ぬのではなく、5Ｇ光線に
より特殊な細菌が血栓症を引き起こし死に至らしめる」とロシア
保健省が発表」

OFFICIAL CHARLIE WARD SHOWのテレグラムから：2021/3/31

http://kenhappy.blog.jp/archives/52279113.html

http://kenhappy.blog.jp/archives/52279113.html


新型コロナウイルス、太陽光で急速に不活性化 米研究

【4月24日 AFP】（写真追加）米政府高官は23日、新型コロナウイルスが太陽光によって急速に不活性化するとの研究結
果を発表した。夏の間は感染拡大が収まることが期待される。

米国土安全保障省長官の科学技術顧問を務めるウィリアム・ブライアン（William Bryan）氏はホワイトハウス（White 
House）で記者団に対し、「太陽光には、物質の表面と空気中の両方に存在するウイルスを不活性化する作用があるとみら
れる」と明らかにした。

ブライアン氏は、「温度と湿度にも同様の作用が見られた。温度または湿度、あるいはその両方の上昇は、一般的にウイルスに
とって好ましくない」と説明した。

実験は国立生物兵器分析対策センター（NBACC）で実施。ブライアン氏が示した実験結果をまとめたスライドによると、ウイ
ルス量の半減期は、気温21～24度、湿度20%の無孔質の表面で18時間だった。無孔質の表面には、ドアノブやステンレス
製品の表面などが含まれる。

しかし、湿度が80%に上昇すると、半減期は6時間に減少し、これに太陽光が加わると、わずか2分にまで減少した。

また、新型ウイルスが空気中に漂うエーロゾルの状態になった場合の半減期は、温度21～24度、湿度20%で1時間だった。
これに太陽光が加わると、1分半にまで減少した。

ブライアン氏は、夏のような状況は「感染を減らすことができる環境を生み出すだろう」と結論付けた。しかし、感染が減少しても
新型ウイルスが根絶されたわけではなく、ソーシャル・ディスタンシング（対人距離の確保）を求めるガイドラインを全面的に廃
止することはできないと警告した。(c)AFP

2020年4月24日 12:41 発信地：ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]

https://www.afpbb.com/articles/-/3280112

https://www.afpbb.com/articles/-/3280112


ＰＣＲ検査関連情報

1. 【衝撃作】「PCRは、RNAウイルスの検査に使ってはならない」【本要約】

2. タンザニア大統領がPCR検査の不明確性を暴露

3. WHOは最終的にCOVID19 PCRテストが「問題」を抱えていると認める



【衝撃作】「PCRは、RNAウイルスの検査に使ってはならない」【本要約】

① PCR発明者マリス博士は「PCRは感染症の診断に使ってはなら
ない」と発言していたが、新型コロナ流行前に謎の自殺を計った。

② 現在の奇妙な環境を作っている原因である無症状感染者が、
ウイルスを本当にまき散らすかは検証されていない。

③ 無症状感染者はPCR検査によって作りだされている。PCR検査
が陽性になれば無症状でも感染者扱いになる。

等々

https://www.youtube.com/watch?v=A-1kL0J0kWI 動画

https://www.youtube.com/watch?v=A-1kL0J0kWI


タンザニア大統領がPCR検査の不明確性を暴露

タンザニアのマグフリ大統領は化学者でもあり、PCR検査に疑問を持って色々なサンプ

ルを送ってみたそうです。その結果、ボーボーの実からも、陽性反応が出た。

マグリア大統領いわく「ボーボーの実も隔離しなければなりませんね！」と。

https://www.youtube.com/watch?v=E_xAFq1OREw

［ナイロビ 3月17日 ロイター］

タンザニアのジョン・マグフリ大統領（６１）が3月17日、

死去した。サミア・スルフ・ハッサン副大統領が同日明らか

にした。

2020/05/13

映像

https://www.youtube.com/watch?v=E_xAFq1OREw


WHOは最終的にCOVID19 PCRテストが「問題」を抱えていると認める

2020年12月14日に発表された声明の中で、世界保健機関(WHO)は、最終的に10万人

の医師と医療専門家が何ヶ月も言ってきたものまで所有していました:COVID-19を診断する

ために使用されるPCRテストは、あまりにも多くの偽陽性を伴うヒットとミスプロセスです。

https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-
has-a-problem/

2020年12月17日発行

https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/


新型コロナ ワクチン情報

1. ドイツ 2020NEWSで「コロナワクチン研究中止を要求」を報道

2. 新型コロナ「ワクチンは無期限の不妊症」を引き起こす懸念

3. 新型コロナワクチンは危険 （新潟大学部・名誉教授）

4. アストラゼネカ社ワクチン 使用中止の会見中に担当者が倒れる

5. 福岡の26才看護師 強制ワクチン接種で他界
★八女総合病院＆厚労省は 隠蔽★

6. J&J社製のコロナワクチン有用性について

7. 武田、J&Jのコロナワクチン生産支援 独の委託工場提供

8. mRNAワクチンによる潜在的な損傷を中和する方法（2021年04月08日）

9. ワクチンは 「危険です。」 VS 「効果はある。」



ドイツ 2020NEWSで「コロナワクチン研究中止を要求」を報道

ヴォルフガング博士とイェードン博士は、すべてのコロナワクチン接種
研究の中止を要求し、請願書への共同署名を呼びかけ。

https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-
request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-
call-for-co-signing-the-petition/

2020年12月1日2020News

ワクチン接種により引き起こされるリスク

① ワクチン接種した猫が全て死亡
② ワクチンを接種した女性に無期限の不妊症が生じる可能性。
③ ワクチン接種によってアレルギー反応を起こし、致命的な症状を引き起こす可能性。
④ ワクチン接種により何百万人もの健康な人々が許容できないリスク

ドイツ 2020News



新型コロナ「ワクチンは無期限の不妊症」を引き起こす懸念

新型コロナ「ワクチンは無期限の不妊症」を引き起こす懸念がある。
フアイザ一社の元副社長がEUにワクチン試験を即刻停止するよう要請

https://bonafidr.com/2020/12/07/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b
3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%af%e3%82%af%e3%83
%81%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%9c%9f%e9%
99%90%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%a6%8a%e7%97%87%e3%80%8d%
e3%82%92%e5%bc%95/

フアイザ一社の元ｌ社長で科学圭任を務めていたDr.マイケル・イ一ドンと肺の専門医でドイツの国会
議員であるDr.ヴオルフガング・ヴォダ一グはSARS-COV-2（武濃ウイルス）のワクチン試験を全て即
刻停止することを求めて、欧州医薬品庁（EMA）に12月1日、緊急申謂を行つた。

2020/12/7Bona Fidr

https://bonafidr.com/2020/12/07/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%8c%e7%84%a1%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%a6%8a%e7%97%87%e3%80%8d%e3%82%92%e5%bc%95/


新型コロナワクチンは危険 （新潟大学部・名誉教授）

https://www.youtube.com/watch?v=WEM2xoyz900&t=42s

2021/2/19

動画

https://www.youtube.com/watch?v=WEM2xoyz900&t=42s


アストラゼネカ社ワクチン 使用中止の会見中に担当者が倒れる

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ff11
79e0222dc91b23817408b48476f8155df
a7

アストラゼネカ社の新型コロナワクチの使用中止
を発表したデンマーク。

その会見中に保健当局の担当者が突然倒れ
ました。

これは１４日、デンマークの保健当局が開いた会見の様子です。
保健当局のトップの男性がアストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて使用中止を発表していた、その時、
横で聞いていた医薬品庁局長の女性が突然、倒れました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ff1179e0222dc91b23817408b48476f8155dfa7


福岡の26才看護師 強制ワクチン接種で他界
★八女総合病院＆厚労省は 隠蔽★

午後11:32 2021年4月5日

https://ochakai-akasaka.com/counseling/210413-vaccine/

女性は福岡の看護師。
知り合いの会社仲間の友達と！
確実にワクチン打って他界だが 隠蔽。
この女性、コロナ病棟で、打ちたくないのに打たされたと！

19日（金）ワクチン接種、
アナフィラキシーショックなし

22日（月）体調不良で仕事休み（家族談）
23日（火）夕方５時から夜勤出勤してこないため

職場から本人に連絡するが電話に出ない
実家に連絡 →  家族が電話するが出ない
母親がアパートを訪問

玄関に職場に持っていく予定と思われる。お弁当や仕事のカバンが置い
てあり、本人はリビングでいつも通りお姉さん座りしたまま、両手を挙げ、後
ろのソファーに倒れている。

食べたと思われるものは嘔吐、口から泡吹き、鼻血が出ており、すでに体
は死後硬直の状態。

院長がコロナワクチン接種ごちうこともあり、『娘のような被害者を出したく
ないので、調べてください』、新聞、報道に関しても実名
報道してもいいので出してくださいと許可。職場である病院内でも職員がパ
ニックです」

病院は、公立八女総合病院。

「ご家族と病院側は事実の公表と因果関係の事実確認を国に求めてい
るが、国が否定していう状況のようですね。
分科会にも圧力で因果関係を否定？マスコミも国に従う形か」

https://ochakai-akasaka.com/counseling/210413-vaccine/


J&J社製のコロナワクチン有用性について

Ｊ＆Ｊ社製ワクチン（ジョンソン＆ジョンソン社）の有用性

① J&J社ワクチンは、mRNAワクチン（ファイザー社、モデルナ社）のように
DNAを書き換えない。

② J&J社ワクチンは１回接種で効果がある。

③ 中等症～重症の予防は66％、入院、死亡の予防については100％で
あった。

④ 重度のアレルギー反応の報告は“0”、又重篤な合併症の原因となる可能
性も無い。

⑤ 発熱等の副反応の発生は他のワクチンと同程度

https://consumer.healthday.com/b-3-2-what-you-need-to-know-about-
the-new-j-j-covid-vaccine-2651013991.html

HealthDay 2021/4/10

https://consumer.healthday.com/b-3-2-what-you-need-to-know-about-the-new-j-j-covid-vaccine-2651013991.html


武田、J&Jのコロナワクチン生産支援 独の委託工場提供

武田薬品工業は16日、米ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）に対
し、新型コロナウイルスワクチン製造のため外注先の独医薬企業の生
産施設を提供すると発表した。コロナワクチンは世界で需要が急増し
ており、製薬企業の生産体制の協力や融通が進む。

J&Jに提供するのは独バイオ医薬のIDTビオロギカの生産施設。IDT
はワクチンの原液をJ&J側から受け取り、容器に充塡したり包装したり
する。使用期間は3月から3カ月。

日本経済新聞 2021年3月16日 12:09

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ161OL0W1A310C2000000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ161OL0W1A310C2000000/


mRNAワクチンによる潜在的な損傷を中和する方法（2021年04月08日）

私は絶対にコロナワクチンも他のワクチンも接種しませんが、やむを得ず（プレッシャーや雰囲気に負けて）
コロナワクチンを接種しなければならない人々に以下の情報は重要ではないでしょうか。

たとえｍＲＮＡワクチンを接種してしまったとしても毒性を解毒する方法があるようです。それは以下の5種類
の物質或いは栄養素を摂ることだそうです。

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/04/how-to-neutralize-potential-
damage-from-mrna-vaccines-3747321.html

原文

http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/52063545.html翻訳

□ 医師が推奨するｍRNAワクチンのダメージ緩和物質（栄養素）トップ５

① ヨウ素
② 亜鉛、
③ ケルセチン
④ スーパーチャージ・C６０
⑤ PQQ

詳細はリンクへ

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/04/how-to-neutralize-potential-damage-from-mrna-vaccines-3747321.html
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/52063545.html


ワクチンは 「危険です。」 VS 「効果はある。」



マスクのリスク

1. 長時間のマスク、コロナストレスで急増中の「隠れ酸欠」とは

2. マスク健康被害多発！怖すぎる理由とは？

3. マスク時代における「唾液力」に関する意識調査

4. マスクで感染（ナノワームマスク）



長時間のマスク、コロナストレスで急増中の「隠れ酸欠」とは

新型コロナによる日々のストレス、さらに長時間のマスク着用によって今、気づかないうちに“隠れ酸欠”になっている人が
急増しています。

“隠れ酸欠”はあらゆる体の不調だけでなく免疫力低下も招く恐ろしい症状です。しかし、新しい生活様式の中、私たち
は“隠れ酸欠”とこれからも向き合っていかなければなりません。

https://diamond.jp/articles/-/243242

1. “隠れ酸欠”が免疫力を低下させる！

2. “隠れ酸欠”になる原因とは

3. 「横隔膜ほぐし」で体も心も安定する

https://diamond.jp/articles/-/243242


マスク健康被害多発！怖すぎる理由とは？

マスクを着けていると、例外なく酸欠になって口呼吸になります。口呼吸になると、口内が乾いて一日
1～1.5リットル出ている唾液の分泌が減ります。そうなると、様々な健康被害が出てきます。

1. 唾液の役割とは？

①洗浄、②殺菌、③Phの調整、④歯の石灰化、⑤味覚、⑥消化、⑦嚥下（えんげ）

2. 唾液の分泌の減少によるリスク

① 洗浄と殺菌の低下で、口臭・感染症（カビが生える）・歯周病のリスクが上がる

② Phの調整と歯の石灰化の低下で、酸性になって歯が溶けて治していく石灰化が衰えて虫歯が増える。

③ 味覚の低下で、過食になり体重が増えます。また、生活習慣病のリスクが上がります。

④ 消化の低下で、胃腸に負担がかかり胃腸の疾患リスクが増えます。

⑤ 嚥下の低下で、誤嚥のリスクが上がり高齢者が肺炎になるリスクが上がります。

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000281990/blog/bidA035365472.html

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000281990/blog/bidA035365577.html

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000281990/blog/bidA035365472.html
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000281990/blog/bidA035365577.html


マスク時代における「唾液力」に関する意識調査

右のグラフから唾液の量が多いと感染リスクが
少なくことが判る。（36.2+55.4＝91.6%）

逆に言うと、マスクを付け唾液の量が少なくなると
感染リスクが高くなるということが言える。

https://general-research.co.jp/report31/

その他の様々な分析結果は下記リンクへ

https://general-research.co.jp/report31/


マスクで感染（ナノワームマスク）

私が属しているLINEグループの方が、会社から支給された不織布のマスクを顕微鏡で
見たら、例の生命体がいました。中国製のマスクです。

皆さんの身近な人たちに伝えてください‼️ 意図的に入れられてる可能性もあります‼️
どんな健康上の被害があるか分かりません‼️

息を吹きかけ、温まると活性化？！

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/04/world
wide-face-mask-emergency-brewing-we-dont-know-
what-percentage-of-several-billion-masks-are-infected-
with-nanoworms-hot-moist-air-activates-the-mask-
nanoworms-its-trying-to-find-the-3748359.html

https://twitter.com/HITSUKI_network/status/13827
28703474499588

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/04/worldwide-face-mask-emergency-brewing-we-dont-know-what-percentage-of-several-billion-masks-are-infected-with-nanoworms-hot-moist-air-activates-the-mask-nanoworms-its-trying-to-find-the-3748359.html
https://twitter.com/HITSUKI_network/status/1382728703474499588
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3. 世界各地でロックダウンに反対する大規模デモが相次ぐ
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4. マンガで分かる！
ドイツ政府の機密文書が流出しコロナの真相が暴露された話

5. トランプ声明 ワクチンを接種しない40の理由



人間の精子の数は2045年までにゼロになる

「人間の精子の数は2045年までにゼロになる」

何にでも含まれるプラスチック化学物質がヒトの生殖機能を殺し続けている事
態が、年間15億廃棄されているマスクでおそらくは加速中

2021年3月29日In Deep 

1. あらゆる方向が人類絶滅の方向に（人工的な再生産を除く）

男性の精子レベルの著しい低下がイスラエルの大学の大規模調査で確認される。論理的な観点からのみだと「西暦2060年に
男性の生殖機能はこの世から消滅」する

2. 精子数の急減、ペニスの縮小 ： 有毒化学物質が人類の存続を脅かす

この危機の原因となる化学物質は、プラスチックの容器や食品の包装から、クリーニング製品の防水服、香水、
石鹸やシャンプー、電子機器やカーペットに至るまで、あらゆるものに含まれている「 PFAS 」と呼ばれる物質だ。
PFAS は世界中で発見されており、事実上すべての人体内に存在している。そして海底深くにいる魚たちや、空
高く飛ぶ鳥たちにも見られるのだ。

それは、文字通り、生命の源である私たちの生殖能力を傷つけ、攻撃することによって私たちを殺している。私た
ちは、人間の精子の急速な死と衰退に今すぐ対処する必要がある。

https://indeep.jp/plummeting-sperm-plastic-toxic-chemicals-threaten-humanity/

https://indeep.jp/plummeting-sperm-plastic-toxic-chemicals-threaten-humanity/


ウォーレン・バフェットがファイザー株を全て売却

ウォーレン・バフェットはかつて、「10年間株を
保有する気がなければ、10分間保有すること
さえ考えない方がいい」と述べました。

実際にバフェット率いるバークシャー・ハサウェイ
(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)が購入して
いる銘柄のほとんどは、何年も保有されています
が、すべてではありません。

バークシャーは2020年第3四半期にファイザー
(NYSE:PFE)株を購入しました。

しかし、最近の規制当局への提出で、バーク
シャーは保有していたファイザー株を全て売却し
たことを明らかにしました。

https://www.motleyfool.co.jp/archives/13509

モトリーフール米国本社 2021年2月21日投稿記事
投資の神様が全て売却の理由は？

https://www.motleyfool.co.jp/archives/13509


世界各地でロックダウンに反対する大規模デモが相次ぐ
（ベルギー、ドイツ、スコットランド、日本、イギリス）

1 各地でロックダウンに反対のデモ／長期封鎖に嫌気

2 ドイツでの反封鎖抗議は、警察と抗議者が衝突するにつれて暴力的に

3 デンマークもCovidの封鎖に抗議

4 日本、コロナウイルス封鎖抗議者／コロナは茶番

http://totalnewsjp.com/2021/03/21/covid19-15/2021/3/21Total News World

日本 ベルギー

http://totalnewsjp.com/2021/03/21/covid19-15/#i
http://totalnewsjp.com/2021/03/21/covid19-15/#i-2
http://totalnewsjp.com/2021/03/21/covid19-15/#Covid
http://totalnewsjp.com/2021/03/21/covid19-15/#i-3


マンガで分かる！
ドイツ政府の機密文書が流出しコロナの真相が暴露された話

新型コロナの本当の怖さと、その計画の全体像がマンガで解る！

信じられないような本当の話！

□ 新型コロナウイルス感染症患者の急変
及び死亡時の連絡について.PDF

□ 【新型コロナウイルス】PCR検査陽性判定=
ウイルスの感染性の証明ではない

□ PCR検査の真実

https://www.youtube.com/watch?v=ugcWk6cAmlI&t=609s

関連情報リンク

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf
https://lalanurse.net/news/no-91
https://www.youtube.com/watch?v=SbeDT...
https://www.youtube.com/watch?v=ugcWk6cAmlI&t=609s
https://www.youtube.com/watch?v=ugcWk6cAmlI&t=609s


ワクチンが豊富に供給されるようになり、１６歳以上の全住民が接種を受けられるようになった
にもかかわらず、当局者によれば予約がなかなか埋まらない状況が続いている。同地区のクリ
ニックで今月に入って１回目の接種を受けたのは約２６４人と、接種が始まった当初に申し込
んだ人数の約半分に落ち込んだ。

需要減退を受けて同地区の保健当局は１回目の接種のための集団接種会場を閉鎖すること
に決め、人手やボランティアなどが少なくて済む小規模のクリニックに切り替えた。

ワクチン需要が一部地域で減退
予約埋まらず集団接種会場閉鎖

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf7a44bf291
239ca8b0a3780e2d4402c92162af0

米オハイオ州マーサー郡
4/19(月) 14:50配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf7a44bf291239ca8b0a3780e2d4402c92162af0

